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平成30年度（1年次）の研究構想について説明します。
（それぞれのボタンを押していただくと、その内容へとジャンプします。）
また、各スライド画面には下記のボタンをつけていますので、ご活用ください。
（スライド画面と説明画面が交互に並んでいますが、別々に進むこともできます。

スライド画面のボタン

説明画面のボタン

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ

スライドへ 次の説明へ前の説明へ

そのスライドの説明画

面にジャンプします。

その説明のスライド画

面にジャンプします。

一つ前の画面

に戻ります。
一つ先の画面

に進みます。

トップ画面

に戻ります。

一つ前のスライ

ドに戻ります。
一つ先のスライ

ドに進みます。

一つ前の説明に

戻ります。

一つ先の説明に

進みます。

スライドへ 次の説明へ



平成30年度（1年次）の研究構想

OJT とは？

メンタリングとは？

をクリックすると、
説明画面が出ます。
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平成30年度（1年次）の研究構想について説明します。

OJT、メンタリングについては、説明画面を用意していますの
で、クリックしてご覧ください。
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教員は学校で育つ！目標と評価を生かしたＯＪＴ

【学校を取り巻く環境の変化】
〇大量退職・大量採用
〇教育改革への対応
〇チーム学校の実現 等

しかし、現状では校内の人材育成に様々なムリ・ムラ・ムダがある
【例】
〇必要性はわかるが、いつも側について指導する余裕はない
〇指導・助言が重複したり、行き届かなかったりして効率的・効果的といえない
〇指導側の意図と、指導される側の目指すところが異なることがある 等

研究主題

学校での

人材育成が急務！
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平成30年度（1年次）の研究構想について説明します。

今、学校では、大量退職・大量採用に伴い、先輩教員から若年教員への
知識・技能の伝承がうまく図られていない状況にあります。そのため、学
校での人材育成が急務となります。しかし、現状では人材育成に様々なム
リ、ムラ、ムダがあり、十分に効果があがっているとは言い難い状況にあ
ります。画面の例以外にも「会議の設定が難しい」「成果を実感できな
い」「なかなか言い出しにくい（聞くほうも、教えるほうも）」などの切
実な悩みがあります。

そこで、このようなムリ、ムラ、ムダのないOJTのあり方を明らかにす
る必要があると考え、研究主題を「教員は学校で育つ！目標と評価を生か
したOJT 」として調査研究をすすめています。
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OJT
On-the-job Training

上司や先輩が、部下や後輩に対して、

仕事を通じて、職務に必要な能力を
計画的・重点的に育成する職場内研修

Off-JT
Off-the-job Training

職場を離れて行う研修

SD
Self-Development

自らをステップアップさせるために、仕事以外の

能力開発も含め、自ら求めて行う研修

人材育成の主な研修方法です。OJTは、その一つです。

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



OJTについて説明します。
この表は、人材育成の３つの研修の方法を示しています。

ＯＪＴとは上司や先輩が、部下や後輩に対して、職務に必要な能力を計画
的・重点的に育成する職場内研修です。
次の、Ｏｆｆ-ＪＴとは、職場を離れて行う研修のことです。
例えば、当教育センターで行うキャリアアップ講座やミドルリーダー養

成講座などがこれに当たります。
そして、ＳＤとは、自己啓発のことで、自らをステップアップさせるた

めに、仕事以外の能力開発も含め、自ら求めて行う研修のことです。具体
的に言えば、土日に行われるような、各種研修やサークル活動がこれに当
たります。
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人材育成目標達成のための3つの視点

ＯＪＴ推進の3つの柱

教員は学校で育つ！目標と評価を生かしたＯＪＴ

目標を実現する
サイクルの確立

目標達成のための
メンタリング

組織的な支援
体制づくり

人材育成の重点を明確
にし、その達成を図る

主たる育成対象者を設定
し、重点的に育成を図る

学校の強みを生かし、
全職員で人材育成を図る
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これは、調査研究協力校にお願いしたＯＪＴ推進の３つの柱です。研究
協力校で人材育成目標達成が図られるように、人材育成においてどの人材
にどんな資質・能力を身につけさせるかを明確にし、その実現に向けた経
営資源の集中を促す視点です。

①人材育成の重点を明確にし、その達成を図るための「目標を実現する
サイクルの確立」

②主たる育成対象者を設定して、重点的に育成を図るための「目標達成
のためのメンタリング」

③学校の強みを生かし、全職員で人材育成を図るための「組織的な支援
体制づくり」です。
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目標を実現するサイクルの確立

OJT推進委員会、
メンター会議、
メンターチーム
の詳細は、

を御覧

ください
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目標を実現するサイクルの確立について説明します。

OJT推進委員会、メンター会議、メンターチームの詳細については、
「組織的な支援体制づくり」で説明しております。
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目標達成に向けた
メンタリングの実践

メンター、メンティの
合意による目標設定 管理職等との面談

評価改善実 施目標設定

メンタリングだけではなく、管理職の関わりも含
め、1年間を通して、組織的に目標を実現するサイ
クルを整えましょう

P D CA
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目標を実現するサイクルの確立には、学校教育目標達成を目指して、今
年度の人材育成目標が示され、それに基づいて各教員が自己成長目標を立
て、学校全体と各教員の方向性が揃っていることが大切です。その上で、
本年度の人材育成の重点となる教員の自己成長目標達成を図る計画（ＰＤ
ＣＡサイクル）を立案します。このサイクルは、メンタリングを実施する
に留まらず、メンター以外の教員の関りや管理職による面談等も含めて、
1年間を通して組織的に自己成長目標達成を支援する計画となっているこ
とが大切です。
なお、育成対象の教員の状況に応じて、学期や週単位などの中期的、短

期的な計画を立案し、実施することも重要になります。
この計画についてはメンター・メンティ任せにならないよう、メンター会
議やＯＪＴ推進委員会の場で、内容や時期の妥当性や実現可能性などを検
討し、適宜修正を行った後に、管理職に承認を得ることが必要です。
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○メンティの現状分析を基にした育成ビジョ
ンと、メンティの成長ビジョンから、メン
ティが適切な自己成長目標が設定できるよ
う支援

○校内研修会の実施（人材育成目標・計画及び
推進に関する共通理解を促す）

○メンティが複数の場合、メンター間で各メン
ティの自己成長目標を共有、自己成長目標達
成計画を立案、ＯＪＴ推進委員会に提案する

メンターチーム

ＯＪＴ推進委員会

メンター会議

目標設定
の段階です。

P

○自己成長目標の適切性の検討

ＯＪＴ推進委員会
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目標設定の段階です。
メンティの自己成長目標を校長の指導の下で定めることが求められます。

メンティは、事前にメンターの指導を受け、自己の課題に応じた適切な自己成長目標
を校長との面談などの前に設定することが大切です。また、メンターも、人材育成目
標を校長の指導の下で定めることが求められます。
この段階における３つの組織の関わりを説明します。
まず、はじめにOJT推進委員会が中心となり、学校全体で人材育成目標・計画やそ

の推進、OJT推進計画等の周知を図り、本年度の人材育成の方向性の共通理解を図り
ます。
次に、メンターチームは、メンティの現状分析を基にした育成ビジョン（こう育っ

てほしい）と、メンティの成長ビジョン（こうなりたい）の整合を図り、メンティが
適切な自己成長目標を設定できるよう支援します。目標設定後、メンター会議におい
て、各メンティの自己成長目標を共有、各メンティの自己成長目標達成計画を立案し、
ＯＪＴ推進委員会に提案します。
さらに、OJT推進委員会では、自己成長目標やその達成に向けた推進計画が適切かど
うかを見定め、必要に応じて修正を求めることが重要な役割となります。
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Ａ小学校

教頭

目標設定の大切さが
わかりました（メンティ）

自分の役割を考え
ることができました
（メンター）

全教員での目的共
有のために、研修
会を実施しました。
（OJTを）自分事
としてとらえるこ
とができ、その後
の取組につながり
ました。

校内研修会の実施目標設定

方向性が分かり、
安心しました（他
の教員）

全教員がOJTを自分事として捉え、自主的に学ぶ姿勢を持てるよう、
人材育成の方針を共有する校内研修会についての実践例です。P

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



これはＡ小学校での、全教員がOJTを自分事として捉え、自主的に学ぶ
姿勢を持てるよう、人材育成の方針を共有する校内研修会についての実践
例です。
Ａ小学校では、OJT推進についての共通理解が大切だと考え、年度初め

に全教員で参加型の研修会を2回実施しました。1回目の研修会では、人
材育成にかかわる悩みを出し合うことで課題を整理し、指導主事からの指
導・助言を参考としながら、OJTの目的や方法等について研修を深め、本
年度の人材育成の方向性について共通理解を図りました。
次に２回目の研修会では、1回目に整理した適切な自己成長目標の設定の
仕方等の課題について、メンターの助言を受けて検討することなどを全教
員で確認しました。
この２回の研修会によって、本年度の人材育成の方向性やOJTの取組み

などについて共通理解でき、全教員がOJT推進の当事者意識をもつことが
できました。このことが、その後の取組につながったと実感されています。
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○自己成長目標達成計画を基に、チームとして情
報交換をしながら、日常的な指導・助言を行う

○取組指標達成までのスモールステップを明確に
し、短いスパンで評価・改善を図る

○メンター会議からの報告等を基に進捗状況を把
握し、自己成長目標達成計画やその推進方法等
への修正等を適宜助言する

○取組の成果を全教員へ発信する

○メンターの互いの強みを生かしたチームとして
指導をする

○情報交換を通じて、各メンティの職能成長の状
況を確認する。改善点を明確にし、共有する

メンターチーム

ＯＪＴ推進委員会

メンター会議

実施の段階
です。 D
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実施の段階は、メンタリングが円滑に実施できるようにすることが大切です。
メンティはメンターに対し、日常的に報告、連絡、相談します。それに対してメン
ターは指導・助言等の具体的な支援を行うことが求められます。この段階では、管理
職等はメンターからの進捗状況の報告、連絡、相談に対し、適切な支援方法、内容等
について指導・助言、指示を行います。同時に、メンターのモチベーションアップに
つながる言葉かけ（支援的な助言）を行います。
この段階における３つの組織の関わりを説明します。
まずメンターチームでのメンター同士の情報交換が大切です。自己成長目標達成計

画達成までの過程にスモールステップを設け、メンティが成長の実感を持てるように
日常的な指導・助言を行います。その際、メンター・メンティ間に任せきりにならな
いように、メンター同士で進捗状況を確認し合うなどして、協働で取り組みます。
次に、メンター会議の情報交換での各メンティの目標達成状況を相互確認し、メン
ターそれぞれの強みを十分に生かしてメンタリングが進められるよう効率化を図りま
す。
最後に、OJT推進委員会では、全体の進捗状況を把握し、計画の付加・修正を行う

ようメンター会議またはメンターに促します。取組の成果は機会を捉えて全職員へ発
信し、人材育成に対する意識の向上につなげます。
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実 践
１週間毎 毎日２週間毎

指導グループ
ミーティング

2週間分の
学習計画と

立案

次週計画
打合せ

次週計画の
立案

育成支援計画

自己成長計画

校務運営委員会
（ＯＪＴ推進委員会）

約
一
か
月
の

実
践
の
評
価

と
そ
の
共
有

実 施

目標設定

Ｂ特別支援学校
評価改善

校長

教頭

定
期
的
な
面
談
等
を
活

用
し
て
、
メ
ン
タ
ー
及

び
メ
ン
テ
ィ
に
、
評
価

と
助
言
を
実
施

ＯＪＴ
推進委員会

計 画

改 善

評価週計画の提出

自己成長目標達成に向けて、日々や週単位の短いスパンでのPDCA
サイクル（スモールステップ）を実践している例ですD

メンター
チーム

メンター
会議

作成支援

作成支援

児童登校前
今日の予定確認

P

児童登校～下校

TTでの授業
模範→実施

Ｄ

放課後
チェック表記入

改善点確認

Ｃ

Ａ
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これは、Ｂ特別支援学校で、自己成長目標達成に向けて、日々や週単位の短いスパンでのPDCAサイクル（ス
モールステップ）を実践している例です。
Ｂ特別支援学校は、小規模校であるためメンターチームのメンターが全員メンター会議の構成メンバーとなって

おり、メンターチームとメンター会議が連携をしやすい状況にあります。そのため、メンティの自己成長目標設定
や自己成長計画の作成支援並びに、メンターの育成支援計画の作成などに密にかかわることができています。
また、OJT 推進委員会でこれらの計画等を提案・協議後、さらに修正し、目標、方策ともに明確にしました。こ

の計画に従い取組をすすめています。メンティが担任、メンターが副担任で、いつでもOJTができる環境でのペア
リングです。
実施段階では、メンティの「児童の実態に応じた授業計画を立てる」という目標達成に向けた約1か月単位の

PDCAサイクルと、「授業のねらいが達成できたかがわかる学習記録を作成する」等の、毎日の実践における
PDCAサイクルがあります。
まず、計画では既存の学校のシステムである指導グループミーティングや次週計画打合せの場を活用し、メン

ティが目標達成する取組の確認を行いました。
毎日の実践では、1日の流れにPDCAサイクルを取り入れ、メンティが自ら目標に向かって取り組めるよう支援して
います。児童の登校までの時間に、1日の流れや授業のポイントを簡単に確認します。登校後は、TTの授業でOJT
を実施し、放課後は、メンティが授業改善チェックリストで自己評価して、メンターと改善点を確認します。
このような毎日の実践を続け、月1回４週分の週計画を管理職に提出し、管理職からの指導助言を受けて、指導

方法等の改善を行っています。また、この提出を受けて、管理職はモチベーションアップにつながる言葉かけを行
いました。
短期目標の評価時期には、メンティが自己評価後、メンターと協議、その後メンターチーム、メンター会議で検

討し、最終的にOJT推進委員会でその結果を共有、諸計画の目標や方策の再検討を行っています。
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Ｃ小学校

校長

自分が成長したいとい
う気持ちを尊重し、OJT
ボードを活用しながら、
だれでも、どこでも、行
けるときに自由に参観
できるようにしています。
学びたいことに対し、お
互いが得意分野を生
かしながらアドバイスで
きています。

OJTボードの活用実 施

先生方が得意分野を公開する場面を提供し、メンティが自身の成長
に必要な学習内容を選択的に学ぶことができる仕組みの実践例です。

○月○日（火）５時間目
４年○組
「音楽」
合唱指導を行います。

合唱指導は苦手だから、見に行
こう。特に導入が難しいから、初
めの１０分だけ参観しよう。時間
割、確認しなくちゃ。

メンティ

D
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これは、Ｃ小学校での、各教員が得意分野を公開する場面を提供し、メンティが自
身の成長に必要な研修内容を選択的に学ぶことができる実践例です。
Ｃ小学校では、校長のリーダーシップのもと、日常的に教員が主体的に学ぶことが

できるように、OJTボードを活用しています。自分が成長したいという気持ちを尊重
し、OJTボードを活用しながら、だれにでも、どこにでも、行けるときに自由に授業
を参観でき、学びたいことに対し、お互いが得意分野を生かしながらアドバイスでき
る仕組みです。

OJTボードは1週間分の計画ボードに、各教員が得意分野を公開する場面を記入した
付箋を貼って若年教員に告知するという簡単なシステムです。枠外にはその週以降の
付箋も貼ってあります。
メンティは自己成長目標達成に向けた課題解決につながる授業を参観することがで

きます。このシステムは、互いの時間を有効に活用しながら、メンティが自身の課題
解決に自主的に向き合うことを促します。同時に、授業を公開するすべての教員がメ
ンターとして人材育成に参加することでもあり、育成側の指導力量の向上にも資する
取組みということもできます。
このような工夫はどの学校においても有効な方法だといえます。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



○メンティが、自己成長目標達成計画の取組
指標、成果指標の達成度を基に、自己成長
目標に対して的確な自己評価を行えるよう
支援する

○人材育成計画、推進状況全般についての評
価。次期ＯＪＴ推進計画案を策定する

○校内OJT報告会を実施し、全職員で成果と
課題を共有する

○メンターチームの成果と課題の整理、各メ
ンティの次期自己成長目標並びに自己成長
計画案を策定する

○人材育成に係る取組について、メンター同
士で評価する

メンターチーム

ＯＪＴ推進委員会

メンター会議

評価改善
の段階です。 CA

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



最後に評価改善の段階です。
メンティは自己成長目標の達成度を自己評価し、メンターに報告します。そして、メンター

から自己評価結果の妥当性等について助言を受けます。メンティ、メンターともに管理職等に
報告、連絡、相談し、指導・助言を受け、自己評価を確定します。管理職等は、目標達成に関
する適切な評価と併せて、今後の取組につながるように課題を提示するとともに、成長への期
待について述べることが求められます。

この段階における３つの組織の関わりを説明します。
まずメンターチームにおいて、メンティが自己成長目標に対して、児童生徒の授業評価アン

ケート結果（メンティが若年教員の場合）等の客観的な資料を用いながら適切に自己評価がで
きるよう支援を行います。
その自己評価を受けて、メンター会議では、メンターチームの成果と課題の整理を行うとと

もに、次期の人材育成目標と計画の策定を行います。併せて、メンターの人材育成に係る取り
組みを相互評価し、人材育成能力の向上を目指します。
メンター会議を受け、OJT推進委員会では、OJT推進に係る今年度の評価を行い、成果と課

題を整理し、次年度の計画に反映します。また、学校全体でＯＪＴ報告会などの場を設定し、
学校としての本年度の人材育成の状況を振り返り、成果と課題を共有します。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



組織的な支援体制づくり

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



組織的な支援体制づくりについてです。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



OJT推進委員会 メンター会議 メンターチーム

組織に持たせる機能から、活用できる既
存の組織を検討しましょう。

OＪＴを推進するために、まず、３つの組織の機能
を明確にし、推進体制を整備しましょう

【俯瞰する】

・目標共有の促進
・進捗状況の把握・改善
・校内研修の企画 等

【調整する】

・メンター同士の情報共有
・メンター以外の人材活用

【実践する】

・メンタリングの活性化
・相互の人材育成

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



図に示すように、OJTの組織的推進にあたっては、機能別にOJT推進委員会、メンター会議、
メンターチームの３つの組織が必要と考えられます。
「ＯＪＴ推進委員会」は、常に全体を俯瞰的に捉え、ＯＪＴ推進を図ります。
担当する内容としては、ＯＪＴ推進計画の作成、メンター・メンティの各教員の進捗状況の

把握・改善、メンターチームへの指導・助言、ＯＪＴの取組の評価・改善、ＯＪＴ推進委員会
の定期的な開催等が考えられます。
「メンター会議」は、ＯＪＴ推進委員会の指導・助言を受けながら、メンターチームの取組

みを調整します。
担当する内容としては、メンティに対する支援、助言、傾聴の仕方等の検討、メンター・メ

ンティの関係の充実・改善のための調整、メンター・メンティの目標の検討やメンタリングに
係るスケジュール管理、メンター以外の教員の関りの促進等が考えられます。
「メンターチーム」は、実際にメンタリングを行います。複数のメンターが、複数のメン

ティの自己成長目標達成を協働で支援します。
新しい組織を立ち上げると、学校の現状から運営が困難となることが予想されます。組織の

形があることにこだわらず、組織に持たせる機能から、活用できる校内の既存組織を検討しま
す。そのことはムリ、ムラ、ムダをなくすことにもつながります。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



Ｄ中学校

OJT推進委員会 メンター会議 メンターチーム運営委員会 研究推進委員会 教科、学年校長

既存の組織を活
用しました

・議題にOJTの
項目を追加

☆会議の定期開催
☆分掌との連携

・学校研究と結び
付け支援

☆全職員を巻き込
む公開授業実施

・日常の交流を
より意識化

☆交流の質的変化

活用できそうな組織とその構成メンバーから、それ
ぞれの機能を担う3つの組織を明確化した実践例です。

【俯瞰する】

・目標共有の促進
・進捗状況の把握・改善
・校内研修の企画 等

【調整する】

・メンター同士の情報共有
・メンター以外の人材活用

【実践する】

・メンタリングの活性化
・相互の人材育成

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



活用できそうな組織とその構成メンバーから、それぞれの機能を担う3つの組織を
明確化した実践例です。

Ｄ中学校では、校長のリーダシップのもと、構成メンバーも考慮し、３つの機能か
ら活用できそうな組織を活用しました。
OJT推進委員会は、運営委員会が定例議題にOJTの項目を追加することとしました。
その結果、ムリなく会議の定期的開催ができ、各分掌との連携強化も図ることができ
ています。
メンター会議は、授業力向上を目指すメンティが多いことから、校内研究と連動さ

せ研究推進委員会に置き換えました。全教員を計画的に巻き込む公開授業の実施など
が実現しています。
メンターチームは、日頃から協力体制が整っている教科部会、学年会を活かしまし

た。
人材育成の方向性について共通理解を図ったこともあり、人材育成に対するモチベー
ションも高まり、それぞれの組織で以前よりも質的に高い交流ができています。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



目標達成のための
メンタリング

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



目標達成のためのメンタリングについてです。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



〈メンティ〉 〈メンター〉

信頼関係
支援を必要とする教員
成長を期待する教員

豊富な知識やスキル、
経験、人脈などを
もつ教員

専門的力量向上や必要な
能力の獲得を支援

メンタリング

メンタリングとは、人材育成の手法です。

メンターは、メンティと定期的・継続的に交流し、対話や助言に
よってメンティの自律的・自主的な成長を支援していきます

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



メンタリングについて説明します。

メンタリングとは、人材育成の手法です。
支援を必要としたり、成長を期待したりする教員（メンティ）に、豊富

な知識やスキル、経験、人脈などをもつ教員（メンター）が、信頼関係を
構築しながら、支援を行います。その際、指示や命令よりも、メンターと
メンティとの定期的・継続的な交流を通じて、メンティ自身が対話によっ
て気づきを得たり、助言によって自律的・自主的に専門的力量並びにチー
ムの一員として必要な能力を獲得したりできるように支援していきます。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



育成支援計画の作成

「だれが」「どんな場面で」
「どんな方法で」を明確化

メンターメンティ

「いつまでに」「どうなる」
を明確化

自己成長計画の作成

1年で、
こんなふうに
成長したい

1年で、
こんなふうに
成長を支援しよう

目標達成を確実にするためには、目標を明確に設定する
とともに、目標達成のための方策、評価方法や時期など
を検討し、計画を作成する必要があります。

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



目標達成を確実なものにするには、メンティの自己成長目標とメンターの育成支援
目標を明確にし、その達成に向けて執る方策、評価方法や時期などを検討していきま
す。
そのため、メンティは自己成長計画を、メンターは育成支援計画を作成する必要が

あります。

まずメンティが、「1年で、こんなふうに成長したい」という自己成長計画を作成
します。作成の際には、「いつまでに」「どうなる」を明確化することが大切です。
その自己成長計画を基に、メンターは、「1年で、こんなふうに成長を支援する」と
いう育成支援計画を作成します。その際、メンティが作成した「いつまでに」「どう
なる」に対応させて、「だれが」「どんな場面で」「どんな方法で支援するか」を考
えますが、中でも重要なのは、「誰が」「どんな場面で」を明確にすることです。こ
のことは、目標の共有だけでなく、計画的な人材活用につながります。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



① 重点目標の設定 ② 具体的方策の検討

③ 具体的成長目標（短期・中期）の設定

「いつまでに」
「どうなる」を明確化

④評価

自己成長計画作成時の実践例です。

Ｂ特別支援学校

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



これは、Ｂ特別支援学校での自己成長計画の作成の実践例です。
自己成長計画の作成の際には、次の３つの手順で取り組みます。
①成長したい点は多数あると思いますが、その中から最も成長したいこと（重点目
標）に絞り込みます。

②その重点目標について、メンタリングを行いながら具体的方策の検討をしていき
ます。

③その方策に対し、「いつまでに」、「どうなる」の短期、中期目標を立て、評価
の時期や方法も併せて考え、記述します。

やるべきことを明確にすることで、メンティ自身が進んで取り組めるようになり、
メンタリングの時間確保が難しいことの解消にもつながります。さらに成果を明確に
実感することにもつながります。
評価方法については、年度初めのOJT推進委員会で決定し、OJT推進計画に明記す

ることで、複数のメンティがいても同じように実施でき、組織的にかかわりやすくな
ります。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



「だれが」
「どんな場面で」
「どんな方法で」
支援するかを明確化

育成支援計画作成時のポイントです。

Ｂ特別支援学校

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



育成支援計画作成時のポイントです。育成支援計画はメンティの自己成
長計画を基に、メンターが作成します。
まず、具体的方策実施のための主な支援を検討し、次にその支援をより

詳細に計画していきます。
メンティが作成した「いつまでに」「どうなる」に対応して「だれが」

「どんな場面で」「どんな方法で支援するか」を考えて作成します。中で
も重要なのは、「誰が」「どんな場面で」を明確にすることです。これら
のことを明確にすることで、メンター以外の校内の人材を計画的活用がで
きるとともに、メンティの成長目標達成を共有でき、人材育成に対するモ
チベーションを保つことにもつながります。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



メンター

一番成長したい力は、
学習指導力だ！

１ 成長目標の設定

相談

メンティ

学習指導、いいですね。具体的目標と
方策は〇日までにできそうですか？

助言２ 具体的方策の検討
再検討・修正 相談

メンター会議

提
案

OJT推進委員会こんなふうに取り組んで、
〇〇までに、～なりたい！

〇〇先生が、自分で取
り組めるよう、スモー
ルステップで具体化し
ましょう

（メンティ）特に算数科で効果的な教
材・教具を作りたい！

３ 具体的成長目標の設定

職員会議
での共有

励
ま
し

情報共有

Ｂ特別支援学校

組織を活用した
目標と方策の具体化

自己成長計画の作成等、次にすべきこ
との明確化と計画的実施のための助言

育成支援計画を作成する過程の実践例です。

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



育成支援計画を作成する過程の実践例です。

Ｂ特別支援学校では、まずメンティが学習指導力向上という自己成長目標を決め、
メンターに相談し、メンターはメンターチームと情報共有しながら、メンティに自己
成長計画の作成等、次にすべきことの明確化と計画的に実施するための助言を行いま
した。
これを受けメンティは、自己成長目標及び自己成長計画を修正しました。
その際、メンターだけでなくメンター会議やOJT推進委員会等で、メンティが自分

で取り組めるようスモールステップで具体化することを共通理解しました。
このように組織を活用することで目標と方策の具体化を図ることができました。
またOJTの取組について職員会議で共有したことで、他の先生方から励ましの言葉

かけがあり、メンティの意欲につながりました。
自己成長計画の作成には、ある程度の時間を要しましたが、その後の取組の効率化

を図るためには重要でした。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



１年次の成果

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



１年次の成果です。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

分
析
シ
ー
ト
記
入

ポ
イ
ン
ト
の
抽
出

ＭーＧＴＡによる、効果的なＯＪＴを
行う上でのポイントの抽出を行います

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



メンターがメンティの成長を支援するプロセス（メンティが自己成長目
標達成の実感を得られるにいたった方法や過程等）について、調査研究協
力校１０校にインタビューを実施し、ＭーＧＴＡによる分析を行い、効果
的なＯＪＴを行う上でのポイントの抽出を行いました。

インタビューは、学期に１回、メンティの自己成長目標とメンターの人
材育成目標の評価・改善が行われた直後に実施しましたが、現時点での分
析には年度末のインタビュー結果は反映していません。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

分析テーマに関して、管理職、メンター、
メンティにインタビューを実施します

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



MーGTAについて、簡単に説明します。
まず、分析テーマに関して、管理職、メンター、メンティにインタビューを実施し

ます。
管理職に対しては、「メンターによるメンタリングと組織的な取組みが、メンター

及びメンティのキャリア発達につながっているという実感があったか」と「効果的に
機能しているメンタリングのプロセス（方法や過程）はどのようなものだと考える
か」について尋ねます。
メンターに対しては「メンタリングにおいてメンティのキャリア発達を実感した経

験があるか」「メンタリングにおいて自身のキャリア発達を自覚した経験があるか」
「実感（自覚）した時のメンタリングのプロセス（方法や過程）はどういうものか」
について尋ねます。
メンティに対しては「自己成長目標が達成できた、または目標達成に近づいたと感

じたことがあるか」「それは、メンターからどのような働きかけがあったからだと思
うか」「自覚した時のメンタリングのプロセス（方法や過程）はどういうものか」に
ついて尋ねます。
インタビューはメンティの自己成長目標の評価・改善が行われた各学期末の年３回

実施しています。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



分
析
シ
ー
ト
記
入

インタビュー結果を分析ワークシートにまとめ、
定義づけし、概念名を付与していきます

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



その後、インタビュー結果をテキスト化し、共通した取組やキーワード等が見られ
る部分を具体例として集め、共通性を定義づけした上で概念名をつけます。
この画面は、「ナビゲーション役のメンター」という概念を抽出した例の一部分

（具体例は紙幅の関係ですべて表示されていません）です。メンターのインタビュー
結果にメンティへの「先輩の授業をみせてもらったら」という助言があったり、参観
の場面を他の教科にも広げることを提案したり、スクールリーダーのインタビュー結
果に「初任者対象の師範授業を、若年教員も含めて誰でも観られるように」とＯＪＴ
推進委員会での指示などがあります。これらは、メンターがメンティに課題解決の方
向性を示し、その実現に道筋をつける動きをしていくことを示しているものとして、
「ナビゲーション役のメンター」という一つの概念名で括ったわけです。
このような手続きを、新たな概念名を付与することができない状態（＝理論的飽和

と言います）を見るまで続けます。
ただし、この分析方法はデータ（インタビュー結果）に対する観察者の主観的な判

断を、カテゴリー化する過程で一般化して客観性を担保する方法であり、結果につい
ては専門家の評価（査読）を受けることが必要です。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ
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概念生成

カテゴリー生成

明らかになりつ

つあるポイント
ポイント

カテゴリー１

概念１

データ１

データ２

データ３

データ４

概念２

データ５

データ６

カテゴリー２

概念３

データ７

データ８

インタビュー結果
をカテゴライズ

概念名を付与

より高次の概念化

ポイントの抽出

インタビューデータから得られた概念をまとめ、
カテゴリー化していきます

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



複数の概念名がつけられることが予見されますが、その概念名を更にま
とめてカテゴリー化を試みます。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



カテゴリー同士の関連付けを行い、効果的なＯＪＴ
のプロセスのポイントを明らかにしていきます

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



最後に、カテゴリー同士の関連付けを行い、学校における効果的なＯＪ
Ｔのプロセスのポイントを明らかにしていくわけです。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



M-GTA 分析結果図（インタビュー結果から抽出した効果的なOJTのプロセス）

“ニーズに合致した支援”

“校内の人材資源有効活用”

“教え育てる風土”

“同僚性を高める学年経営”

［校内人材を活かした効果的支援］

“事前の連絡・調整”

“先輩としての意識づけ”

“次期メンター育成を意識した
メンティ育成”

“意図的な役割分担”

［自覚の促進］

［より高い目標設定］
“向上心の喚起-切磋琢磨”

“評価の見取り”
“成長の称賛”

［適切な評価］

“成長の実感”

［校務の円滑な推進のための学び］

“共に学ぶ”
“協働による授業づくり”

“暗黙知の伝授”

“活躍の場の設定”

“権限移譲”
“任せて見守る”

［Trial&Errorの場］

“小さなPDCA”

＜情報共有の重視＞

“柔軟な打合せ時間設定”
“時間は作る、合わせる、調整する”

“取組の見える化(週案)”“日常的な多くの声掛け”

“適切なタイミングでの声掛け”
“気づいたら、すぐに伝える”

＜日常的・継続的な声掛け＞

［安心感の提供］
“信頼の実感”“支援の保証”“承認の雰囲気”“伴走型見守り” “心理的な近さ”

: プロセス
: 影響の方向

“ ” : 概念
〈 〉 : サブカテゴリー

［ ］ : カテゴリー

［ゴール像の具体提示］
“身近なモデル”

“率先垂範”

“メンティの状況把握”

“重点目標の絞り込み”
“目標の明確化”

［適切な目標設定］

“経営方針(ミッション)の徹底”

［人材育成の効果をねらった体制づくり］

“前任者に相談できる組織体制”
“物理的な近さ”
“メンタリングがしやすいペアリング”

＜効率のよい相談体制の構築＞＜全体を俯瞰する人材の位置づけ＞

“OJT推進をコーディネートする主幹”
“自由に動けるメンター”

“メンターをサポートする教頭”

＜既存組織の再編成＞ ＜授業づくりを通した学び＞

“課題の明確化”

“適材適所”

“校務分掌で育てる”

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



この図は、平成３０年度の２学期末までに実施した２回のインタビュー
結果のＭ－ＧＴＡによる分析結果図です。
これは、効果的なＯＪＴがなされたと各学校で自覚された時に見られる

人の動きや関係性を一覧にした「動態的説明」といわれるものです。
中でも学校におけるＯＪＴに係る特徴的な関係性を示しているのが、太い
矢印でつながれた部分になります。これを本研究では現段階で「効果的な
ＯＪＴのプロセス」と表現しています。
この図のままでは複雑なので、次ページに、「効果的なＯＪＴのプロセ

ス」のポイントとして簡潔に図示しています。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ
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スキルアップ支援 心理的支援
＜日常的・継続的な声掛け，情報の共有＞

全体を俯瞰する
人材の位置づけ

効率のよい相談体制
の構築

成
果
の
共
有

短いスパンでの
繰り返し

メンタリング

目標と評価

組 織

１年次に分かってきた「効果的なＯＪ
Ｔのプロセス」のポイントです。
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ここでは「効果的なＯＪＴのプロセス」のポイントについて説明します。
OJTを推進するにあたっては人材育成の効果をねらった体制づくりが重要
となります。
この体制のもと校長が示す人材育成のビジョンを全教員で共有し、各教

員は自律的な成長を目指します。自律的な成長を促すＯＪＴは、適切な目
標設定、トライアル＆エラーの場で実践、適切な評価をし、さらに適切な
目標を設定してその達成を目指すという、PDCAサイクルを短いスパンで
繰り返していくことが大切です。
メンタリングにおいては、スキルアップ支援と心理的支援の二つの側面か
ら支援を行うことが大切であることも見えてきました。さらに、その成果
を全教員で共有することが組織的な人材育成をより活性化するといえます。
このように、メンタリング、目標と評価、組織における条件が明らかにな
りつつあります。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



２年次の方向性

説明へ 次のスライドへ前のスライドへ



２年次の方向性についてです。

スライドへ 次の説明へ前の説明へ



② 分析焦点者を設定するなどでM－GTAの分析精度を上げ、
効果的な人材育成に係るモデルの抽出を試みる。

① 各協力校の強みを生かした人材育成目標達成の支援を充
実させ、効果的な人材育成の事例を収集する。併せて、
それらの事例に共通する人材育成のポイントを整理する。

③ 養護教諭等を想定し、他校との連携によるＯＪＴの推進の
可能性を探る。

説明へ前のスライドへ



2年次の方向性です。
一つは、教育センターが調査研究協力校の人材育成に関り、各学校が強

みを生かしてＯＪＴに係る目標達成を、ひいては人材育成目標達成できる
よう、継続的に支援していきます。その過程で、効果的なＯＪＴ推進に関
する情報や事例の取集を行い、学校独自の取組みと各学校に共通する取組
みとを整理し、研究成果として示していきます。
二つは、定期的なインタビューも継続して行い、Ｍ－ＧＴＡでさらに分

析を重ねていきます。その際、分析焦点者（分析のターゲットとなる人物
＝例えば教頭や教務担当主幹教諭など）を定めて分析することにより、Ｏ
ＪＴ推進上重要な位置にあると考えられる役職等でどのような動きや関係
性が必要となるかを明らかにしていきます。
三つは養護教諭など、自校だけでＯＪＴ実施が困難である場合について、

他校との連携によってＯＪＴが実施できる可能性や実施方法等についての
検討や情報収集を行っていきます。

スライドへ前の説明へ


